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製造業では、各企業が原材料・製品の輸送費、労働費用、その他生産や販売に関わる様々
なメリットを考慮した結果、ある特定の地域に「産業集積」を形成する傾向が他の業種に比
べて強い。そしていったん形成された産業集積地域のあり様は、集積を構成する企業の経営
に影響を及ぼす。なかでも社外の教育訓練機会に依存する度合いが強い、中小企業における
人材育成・能力開発活動は、立地する産業集積地域にどのような教育訓練機会が設けられて
いるかによって相当程度左右されうる。こうした状況を踏まえると、製造業集積地域におい
て、人材育成・能力開発の機会がどのような形で企業や労働者に対し提供されているのか、
提供にあたっての課題は何か、といった点について実態を把握することは、中小企業におけ
る人材育成・能力開発に対する政策的・社会的取組みを検討していく上で意義が大きいもの
と思われる。

以上の問題意識に基づき、労働政策研究・研修機構の調査研究プロジェクト『中小企業に
おける人材育能力開発・人材育成』
（主査：佐藤厚法政大学キャリアデザイン学部教授）では、
2010～2011 年にかけ、日本各地の製造業集積地域において、人材育成・能力開発に関する取
組みを積極的に進めていると思われる組織を対象にインタビュー調査を行ってきた。本書で
は、8 つの製造業集積地域における人材育成・能力開発に関わる取組みを、その背景や取組
みを進めていく上での課題などとともにまとめた。

本書が企業経営者、労働者、組合関係者、政策担当者をはじめ、中小企業分野の人材育成・
能力開発に関心がある方々に資するところがあれば幸いである。
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